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抄録：今回の検討は急性期病院の摂食嚥下サポート
チームの活動を調査し，経口摂取困難に関連する要
因を抽出することを目的とした。東京歯科大学市川
総合病院において摂食嚥下サポートチームが介入し
た入院患者４５２名を対象とした。対象者の摂食嚥下
能力を Food Intake LEVEL Scale で評価し，介入
終了時の摂食嚥下能力に応じて経口群と非経口群に
分類した。さらに年齢，性別，基礎疾患，介入時の
身体機能，栄養状態を評価した。身体機能は FIM，
栄養状態はアルブミン値で評価を行った。結果とし
て対象者のうち６２．６％が経口群に分類された。経口
摂取困難と年齢，基礎疾患（脳血管疾患，神経疾患，
認知症），身体機能，栄養状態が関連していた。多
変量解析の結果は経口摂取困難と年齢，身体機能が
最も関連づけられる結果であった。以上より入院患
者の経口摂取困難は複数の要因が関連した全身的な
能力低下の結果である可能性が示唆された。

キーワード：摂食嚥下サポートチーム，摂食嚥下障害，身

体機能
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緒 言

本邦では急速に高齢化が進行しており，２０１５年の
段階での高齢化率は２６．０％に達している１）。高齢化
に伴い摂食嚥下障害を有する高齢者も増加が予測さ
れる。高齢の入院患者における摂食嚥下障害の有病
率は４７．７％との報告もある２）。摂食嚥下障害が遷延
すると経口摂取不能な転帰となる。誤嚥性肺炎で入
院した患者の４１％が，３０日以内に経口摂取を再開で
きなかったとの報告もある３）。このように摂食嚥下
障害を有する高齢の入院患者の経口摂取可否は重要
な関心事項であり，その背景因子を把握する必要が
ある。また，急性期病院において摂食嚥下サポート
チームを有する施設は増加しているが，その活動に
関する報告は少ない。東京歯科大学市川総合病院で
は，２０１１年より栄養サポートチーム（NST）内に医
師，歯科医師，歯科衛生士，言語聴覚士から構成さ
れる摂食嚥下サポートチームを編成し，入院患者の
摂食嚥下障害に対する介入を行ってきた。今回，
我々は急性期病院における摂食嚥下サポートチーム
の活動状況を調査し，経口摂取困難に関連する背景
因子を把握することを目的として，摂食嚥下サポー
トチームの活動の臨床的検討を行った。

対象および方法

対象は，２０１５年１月から１２月までに東京歯科大学
市川総合病院の摂食嚥下サポートチームが介入を
行った症例のうち，入院中に死亡した症例を除いた
４５２名を対象とした。調査は診療録を用いて後方視
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的に行った。基本情報として，年齢，性別，依頼元
診療科，入院原因疾患，基礎疾患（脳血管疾患，呼
吸器疾患，循環器疾患，神経疾患，消化器疾患，認
知症）を調査した。介入時の身体機能は Functional 
Independence Measure（以下，FIMと略す），栄養
状態はアルブミン値を調査した。介入時および介入
終了時の摂食嚥下能力は診療録の記録をもとに歯科
医師が Food Intake LEVEL Scale（以下，FILS と略
す）で評価をした４）。経口摂取困難に関連する要因を
抽出する目的で，介入終了時に３食とも経口摂取
で，代償栄養を行っていない FILS７～１０の患者を
経口群，経口摂取を行っていないもしくは何らか
の代償栄養を行っている FILS１～６の患者を非経
口群に分類し，各調査項目との単変量解析を行っ
た。単変量解析における名義尺度の２群間の比較は 

χ二乗検定を，連続変数の比較には Mann-Whitney
U検定を用いた。さらに単変量解析にて  P＜０．２５

図１ 年齢分布

であった項目について二項ロジスティック回帰分
析（変数増加法：尤度法）を行った。いずれも  P＜
０．０５をもって有意差ありとした。統計解析ソフト
は PASW Statistics version１８ for Windows（SPSS,
Chicago, IL, USA）を使用した。なお，本研究は東
京歯科大学市川総合病院倫理委員会の承認を得た上
で行った（受付番号Ｉ１６－４９）。

結 果

１．対象者背景
対象者の平均年齢は７６．６（±１２．４）歳で年代別では

８０代が最も多い結果であった（図１）。男性は２５５名
（５６．４％），女性は１９７名（４３．６％）であり男性が若干
多い結果であった。依頼元診療科は脳神経外科が
２１４人（４７．３％），続いて神経内科が８１人（１７．９％）で
あった（図２）。対象者の入院原因疾患としては脳血
管疾患が最も多く２７１人（６０．０％）であり，続いて呼
吸器疾患６１名（１８．３％）であった（図３）。
２．対象者の摂食嚥下能力
対象者の摂食嚥下能力を  FILS で評価した。介

入時は経口摂取を行っていない  FILS１～３が２７７
人（６１．３％），経口摂取と代替栄養を併用している
FILS４～６が３４人（７．５％），３食経口摂取で代替栄
養を行っていないFILS７～１０が１４１人（３１．２％）だっ
た。介入終了時にはFILS１～３が１２９人（２８．５％）
FILS４～６が４０人（８．８％），FILS７～１０が２８３人

，

（６２．６％）であり，経口摂取可能な割合が増加してい
た（図４）。介入時全く経口摂取を行っていなかった
２７７名の内，４７．７％にあたる１３２名が介入終了時には
経口摂取可能となっていた。

図２ 依頼元診療科 図３ 入院原因疾患
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図４ 介入時および介入終了時の摂食嚥下能力

３．経口摂取困難に関連する要因の検討
経口摂取困難に関連する要因を検討するために，

介入終了時の摂食嚥下能力が FILS７～１０の対象者
を経口群，FILS１～６の対象者を非経口群に分類
し，各調査項目との関連を検討した。単変量解析の
結果，年齢，基礎疾患（脳血管疾患，神経疾患，認
知症），身体機能（FIM），栄養状態（アルブミン値）
が関連している結果であった（表１）。単変量解析で
P＜０．２５であった年齢，性別，基礎疾患（脳神経疾
患，神経疾患，認知症），身体機能（FIM），栄養状
態（アルブミン値）を独立変数として多変量解析を
行った結果，年齢と身体機能（FIM）が最も関連する
要因として抽出された（表２）。

表２ 経口摂取困難に最も関連する要因の検討（多変量解析
結果）

P値 オッズ比 ９５％信頼区間

年齢 ＜０．００１ １．０４１ １．０２０－１．０６２
身体機能（FIM） ＜０．００１ ０．９６１ ０．９５１－０．９７２

考 察

今回の検討において，当院の摂食嚥下サポート
チームの対象者は高齢者が多く，入院の原因疾患と
しては脳血管疾患が多いことが示された。摂食嚥下
サポートチームの介入終了時には対象患者の６２．６％
が３食経口摂取可能となった。また，摂食嚥下チー
ム加入終了時の経口摂取困難は年齢，基礎疾患（脳
血管疾患，神経疾患，認知症），身体機能，栄養状
態と関連していた。これらの中で，年齢と身体機能
が，経口摂取困難と最も関連付けられる結果であっ
た。
脳血管疾患の急性期においては，おおよそ半数の

患者が嚥下障害を呈するが，その多くは回復の兆候
を示すとされている５）。つまり，発症早期における
嚥下障害への対応が重要と言える。過去の報告で
は，脳血管疾患つまり脳卒中発症後の嚥下障害に対
する早期介入により経口摂取可能な割合が増加し，
胸部感染症が減少することが報告されている６－８）。
当院では，脳卒中摂食嚥下クリニカルパスと称し
て，脳卒中患者が入院後，数日以内に嚥下機能や口

表１ 経口群および非経口群と各調査項目の単変量解析結果

経口群 非経口群
（FILS７－１０） （FILS１－６） p value

n＝２８３ n＝１２９ 

年齢 mean±SD ７４．３（±１３．０） ８０．５（±１０．４） ＜０．００１
性別（男性） n（％） １６６（５８．７） ８９（５２．７） ０．２１４
基礎疾患
脳血管疾患あり （％） １０３（３６．４） ８０（４７．３） ０．０２２
呼吸器疾患あり （

n
％） ５３（１８．７） ３９（２３．１） ０．２６７

循環器疾患あり （
n
％） １４９（５２．７） ９０（５３．３） ０．９０１

神経疾患あり （
n
％） ３２（１１．３） ３５（２０．７） ０．００６

消化器疾患あり （
n
％） ８２（２９．０） ５２（３０．８） ０．６８６

認知症あり n（
n
％） ２９（１０．２） ３４（２０．１） ０．００３

身体機能 

FIM mean±SD ５２．８（±３２．１） ２７．１（±１９．４） ＜０．００１
栄養状態 

Alb mean±SD ３．７６（±０．７） ３．５７（±０．７） ０．０１２

― ３１ ― 
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腔内状況に関するアセスメントが実施され，摂食嚥
下サポートチームの介入を開始するシステムを運用
している。急性期病院の摂食嚥下サポートチームで
は，脳血管疾患患者への対応が重要な役割の一つで
あると考えられた。
当院の摂食嚥下サポートチームの活動により介入

終了時に３食経口摂取可能な割合が上昇していた。
他施設の報告では，摂食嚥下サポートチームで介入
した患者の３食経口摂取達成の割合は６１．９％と報告
されており，我々の施設とほぼ同様の値であった９）。
施設により疾患構成や摂食嚥下サポートチームの役
割が異なるため単純な比較はできないが，当院の摂
食嚥下サポートチームの対象，および活動成果は妥
当なものであると考えられた。
摂食嚥下チーム介入終了時の経口摂取困難と年

齢，基礎疾患（脳血管疾患，神経疾患，認知症），身
体機能，栄養状態が関連していた。先行報告では，
入院患者の経口摂取困難の要因として，嚥下機能低
下，脳血管疾患や認知症の存在，身体機能低下，栄
養障害（高度な体重減少）が示されている１０，１１）。今回
の検討では，経口摂取困難の直接的要因である嚥下
機能についての検討は含まれていないが，それ以外
については概ね先行報告と一致する結果であった。
高齢の入院患者の経口摂取困難は単一の要因のみで
はなく，複数の要因が複合的に関連しており，全身
的な能力低下の一部である可能性が考えられる。
経口摂取困難に最も関連する要因として，年齢と

身体機能低下が抽出された。近年高齢者の身体機能
低下の原因として，加齢による筋肉量減少を示すサ
ルコペニアが注目されている１２）。サルコペニアは嚥
下関連筋にも生じ，嚥下障害の原因となる可能性が
指摘されている１３）。また，サルコペニアと咀嚼機能
低下の関係を示す報告もある１４）。このことから，今
回の結果はサルコペニアによる身体機能低下と嚥下
障害の関連を反映している可能性がある。
今回の検討の制限として，原疾患や基礎疾患の病

態や重症度について評価されていない点が挙げられ
る。これらは嚥下機能に影響を及ぼすか可能性があ
り，今後はより詳細な評価が望まれる。また，サル
コペニアに関わる筋力や筋肉量は評価されていな
かった。サルコペニアと嚥下機能について今後の研
究が必要である。

結 論

急性期病院における，経口摂取困難に関連する要
因は年齢，基礎疾患（脳血管疾患，神経疾患，認知
症），身体機能，栄養状態であった。その中で年齢
と身体機能は最も経口摂取困難と関連づけられる結
果であった。入院患者の経口摂取困難は複数の要因
が複合的に関連した全身的な能力低下によるもの
で，多職種によるチームアプローチが有効な可能性
が示唆された。

本論文の要旨は第３０２回東京歯科大学学会（２０１６年１０月１６
日，東京）において発表した。
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The purpose of this study was to investigate the activity of the swallowing support teams at an acute
hospital and to identify predictors of oral intake difficulties． The subjects were ４５２ hospitalized patients
who were cared for by the swallowing support teams at Tokyo Dental Collage Ichikawa General Hospital．
They were divided into two groups，the oral intake and non-oral intake groups，according to their oral
intake abilities，which were assessed using the Food Intake Level Scale． In addition，their age，sex，
comorbidities，physical function，and nutritional status at the time of the intervention were evaluated．
Functional status was evaluated with the Functional Independence Measure scale． Nutritional status
was assessed based on the serum albumin level． In total，６２％ of the subjects belonged to the oral
intake group． Oral intake difficulties were associated with age，comorbidities（cerebrovascular disease，
neurological disease，and dementia），physical function，and nutritional status． Multivariate analysis
revealed that age and physical function were independently associated with oral intake difficulties． We
consider that oral intake difficulties in hospitalized patients are related to multiple factors，and in many
cases，it such difficulties can be a sign of systemic decline． （The Shikwa Gakuho，１１７：１１５－１１９，２０１７）
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